
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

当社の機構改革・人事異動および当社子会社の主な機構改革・人事異動について、以下のとおり、お知らせ 

します。 

 

〈ニプロ株式会社〉 

機構改革 ※２０２１年４月１日付 

   （１）企画開発技術事業部内に「医療器械開発・技術営業本部」を新設し、その組織下に、国内商品開発・

技術営業本部内の医療機械開発・技術営業部および医療器械センターならびに国際商品開発・技術

営業本部内の医療機械開発・技術営業部を移管させるとともに、「技術管理部」を新設する。 

   （２）再生医療事業部 製造統括本部 札幌ＣＰＦおよび東京ＣＰＦ内の各品質保証部を「品質管理部」 

に名称変更する。 

（３）再生医療事業部内に「品質統括本部」を新設し、その組織下に「品質保証部」を新設する。 

 

 

人事異動 ※２０２１年４月１日付  

１．国内事業部 

新職名 氏 名 旧職名 

業務部 部長代理 宮下 昌明 業務部 課長 

学術情報部 部長代理 尾崎 潤一郎 学術情報部 課長 

学術情報部 部長代理 岡田 靖子 学術情報部 課長 

メディカル営業本部  

関東北支店 支店長(部長) 
大塚 友裕 

メディカル営業本部  

関東北支店 支店長(部長代理) 

メディカル営業本部  

東京第一支店 支店長(部長) 
片田 憲二 

メディカル営業本部  

東京第一支店 支店長(部長代理) 

メディカル営業本部  

千葉支店 支店長(次長) 
木下 雅登 

メディカル営業本部  

千葉支店 支店長 

メディカル営業本部  

四国支店 支店長(次長) 
新谷 昌彦 

メディカル営業本部  

四国支店 支店長 

機構改革・人事異動のお知らせ 

2021 年 4 月 1 日 



 

 

新職名 氏 名 旧職名 

メディカル営業本部  

福岡支店 支店長(次長) 
杉本 佳久 

メディカル営業本部  

福岡支店 支店長 

医薬営業本部  

東北支店 支店長(次長) 
廣 勝彦 

医薬営業本部  

東北支店 支店長 

医薬営業本部 

東京支店 支店長(部長) 
野島 琴樹 

医薬営業本部 

東京支店 支店長(部長代理) 

医薬営業本部  

中国支店 支店長(次長) 
柳田 悦史 

医薬営業本部  

中国支店 支店長 

 

２．国際事業部 

新職名 氏 名 旧職名 

グローバル戦略本部 部長 

【尼普洛貿易(上海)有限公司 総経理(出向)】 
松野下 亮 

グローバル戦略本部 部長代理 

【尼普洛貿易(上海)有限公司 総経理(出向)】 

グローバル戦略本部 部長 

【ニプロアジアＰＴＥ LTD 社長(出向)】 
土屋 聖吾 

グローバル戦略本部 部長代理 

【ニプロアジアＰＴＥ LTD 社長(出向)】 

グローバル管理本部  

グローバルサプライチェーンマネジメント部 

部長代理 

山本 裕美子 

グローバル管理本部  

グローバルサプライチェーンマネジメント部  

部長代理 兼 サプライチェーン課 課長 

 

３．医薬事業部 

新職名 氏 名 旧職名 

常務取締役 医薬事業部長  

（兼 ニプロファーマ㈱ 代表取締役社長） 
西田
に し だ

 健一
け ん い ち

 

常務取締役 医薬事業部長 兼 

医薬開発推進部長 

（兼 ニプロファーマ㈱ 代表取締役社長） 

医薬開発推進部 部長  姫島 憲次 
医薬開発推進部 部長代理 兼  

管理部 部長代理 

医薬品研究所 埼玉研究所  

製剤研究部 部長 兼 分析研究部 部長 
鮫元 博文 

医薬品研究所 埼玉研究所  

製剤研究部 部長 兼 第一研究室 室長 兼  

分析研究部 部長 

医薬品研究所 埼玉研究所 

生物評価研究部 部長代理 
新開 規弘 

医薬品研究所 埼玉研究所  

生物評価研究部 部長代理代行 

 

 

 

 

 

 



 

 

４．ファーマパッケージング事業部 

新職名 氏 名 旧職名 

グローバル生産統括本部 びわこ工場  

製造部 部長代理 
中野 聡 

グローバル生産統括本部 びわこ工場  

製造部 一課 課長 兼 二課 課長 

グローバル生産統括本部 びわこ工場 

製造部 部長代理 兼 三課 課長 
石原 義久 

グローバル生産統括本部 びわこ工場 

製造部 三課 課長 

営業本部 大阪営業部 部長 岩池 真 
営業本部 大阪営業部 技術営業部  

部長代理 

営業本部 器材営業部 部長 佐潟 大志 営業本部 器材営業部 部長代理 

営業本部 器材営業部 部長代理 栩山 年男 営業本部 器材営業部 課長 

 

５．生産事業部 

新職名 氏 名 旧職名 

大館工場 ダイアライザー技術開発部  

部長代理 兼 品質保全部 部長代理 
樋渡 道士 

大館工場 ダイアライザー技術開発部  

部長代理代行 兼 品質保全部 部長代理代行 

 

６．企画開発技術事業部 

新職名 氏 名 旧職名 

取締役 企画開発技術事業部 副事業部長 

兼 医療器械開発・技術営業本部長  

（兼 ニプロ医療電子システムズ㈱  

代表取締役社長） 

上田
う え だ

 満隆
みつたか

 

取締役 企画開発技術事業部 副事業部長 

（兼 ニプロ医療電子システムズ㈱ 

代表取締役社長） 

執行役員 企画開発技術事業部 

医療器械開発・技術営業本部 副本部長 兼 

医療器械センター 部長 

二階堂 拓 

執行役員 企画開発技術事業部  

国内商品開発・技術営業本部  

医療器械開発・技術営業部 部長 兼  

医療器械センター 部長 兼  

国際商品開発・技術営業本部  

医療器械開発・技術営業部 部長 

総合研究所 第二研究開発部 部長代理 鈴木 賢 総合研究所 第二研究開発部 主席研究員 

総合研究所 第三研究開発部 部長代理 馬場 利明 
総合研究所 第三研究開発部 部長代理 兼 

NDD 研究室 主席研究員 

総合研究所 ＣＲセンター  

臨床・研究推進部 部長代理 兼  

市販後試験課 課長 兼  

再生医療事業部 営業開発部 部長代理 

渡邊 有理子 

総合研究所 ＣＲセンター  

臨床・研究推進部 部長代理 兼  

市販後試験課 課長 兼 

ＮＤＤ研究室 主席研究員 兼 

再生医療事業部 営業開発部 部長代理 

 

 



 

 

新職名 氏 名 旧職名 

iMEP 部長 堀江 政雄 
総合研究所 ＣＲセンター  

臨床・研究推進部 部長 

国内商品開発・技術営業本部  

透析・血液浄化商品開発・技術営業部  

部長 

丸山 敬三 

国内商品開発・技術営業本部  

透析・血液浄化商品開発・技術営業部  

部長代理 

国内商品開発・技術営業本部  

透析・血液浄化商品開発・技術営業部  

部長代理 

春原 隆司 

国内商品開発・技術営業本部  

透析・血液浄化商品開発・技術営業部  

一課 課長 

医療器械開発・技術営業本部  

医療器械開発・技術営業部 部長代理 

【ニプロ医療電子システムズ㈱  

部長代理（出向）】 

村上 元章 

国内商品開発・技術営業本部  

医療器械開発・技術営業部 部長代理代行 

【ニプロ医療電子システムズ㈱   

部長代理代行（出向）】 

 

７．バスキュラー事業部 

新職名 氏 名 旧職名 

バスキュラー事業部 海外営業部 部長代理 

（兼 尼普洛医療器械貿易（上海）有限公司 

董事長 兼 総経理（出向）） 

山本 敬介 バスキュラー事業部 海外営業部 部長代理 

 

８．再生医療事業部 

新職名 氏 名 旧職名 

営業開発部 部長代理 進藤 聡 営業開発部 課長 

製造統括本部 本部長 兼 札幌 CPF 工場長 

兼 品質管理部 部長 兼 東京 CPF 工場長 

兼 品質管理部 部長 

山形 善人 

製造統括本部 本部長 兼 札幌 CPF 工場長 

兼 生産管理部 部長 兼 東京 CPF 工場長 

兼 生産管理部 部長 

製造統括本部 札幌 CPF 生産管理部  

部長代理 兼 管理部 部長代理 兼  

東京 CPF 生産管理部 部長代理 兼  

管理部 部長代理 

髙橋 陽 

製造統括本部 札幌 CPF 生産管理部  

生産管理課 課長 兼 管理部 管理課  

課長 兼 東京 CPF 生産管理部  

生産管理課 課長 兼  

管理部 管理課 課長  

製造統括本部 札幌 CPF 製造部 部長代理 

兼 東京 CPF 製造部 部長代理 東浦 勇人 

製造統括本部  

札幌 CPF 製造部 部長代理代行 兼  

東京 CPF 製造部 部長代理代行 

 

 

 

 



 

 

９．信頼性保証本部 

新職名 氏 名 旧職名 

医薬・再生医療品質保証部 部長 兼  

再生医療事業部 品質統括本部 本部長 
中井 進之 医薬・再生医療品質保証部 部長 

医薬品情報室 室長代理 野間 寿子 医薬品情報室 部長代理代行 

 

10．総務人事本部 

新職名 氏 名 旧職名 

総務部人事本部付 部長代理 

【ニッショー保険トラベル㈱(出向)】 
加藤 家康 

総務人事本部付 課長 

【ニッショー保険トラベル㈱(出向)】 

〈ニプロ医工株式会社〉  

人事異動 ※２０２１年４月１日付  

新職名 氏 名 旧職名 

品質保証部 部長 兼 品質保証課 課長 開原 英之 品質保証部 次長 兼 品質保証課 課長 
生産管理部 部長 橋本 昌幸 生産管理部 部長代行 
近藤工場 近藤製造部 部長 兼  
品質保全部 部長 

江泉 豊 
近藤工場 近藤製造部 部長代行 兼  
品質保全部 部長代行 

 

〈株式会社グッドマン〉 

人事異動 ※２０２１年４月１日付  

新職名 氏 名 旧職名 

製造本部 部長 濵 藤継 
グッドマンメディカルアイルランド 

ManagingDirector/CEO 

グッドマンメディカルアイルランド 

ManagingDirector/CEO  
中村 圭一  

薬事・品質保証本部 品質保証推進部  

部長 
古川 博士 

薬事・品質保証本部 品質保証推進部  

関品質保証課 課長 

薬事・品質保証本部  

品質保証・安全管理部 部長 兼  

海外薬事室 室長 

㑹田 兼史 薬事・品質保証本部 海外薬事室 室長 

製造本部 関製造部 部長 兼 工場長 塚本 秀幸 薬事・品質保証本部 品質保証推進部 部長 

製造本部 生産技術部 部長 益田 純 研究開発本部 技術開発部 部長 

 



 

 

〈ニプロファーマ株式会社〉 

人事異動 ※２０２１年４月１日付  

新職名 氏 名 旧職名 

執行役員 

西日本生産本部 城北工場 工場長 兼  

生産統括本部 生産管理部 部長 兼  

生産企画部 部長 

大谷 昇平 

執行役員 

生産統括本部 生産管理部 部長 兼  

生産企画部 部長 

西日本生産本部 

志紀工場 工場長 
大西 伊知郎 

西日本生産本部  

城北工場長 兼 志紀工場長 

 

〈全星薬品工業株式会社〉 

機構改革  ※２０２１年４月１日付 

（１）保証本部 薬事室を「薬事部」とする。 

人事異動 ※２０２１年４月１日付  

新職名 氏 名 旧職名 

管理本部 情報システム部長 兼 

情報インフラ課長 
大川 雅樹 管理本部 情報システム部 部長代理 

生産本部 包装技術部長 梶本 宜志 生産本部 包装技術部 部長代理 

生産本部 包装一部長 兼  

包装管理課長 
丸井 としみ 

生産本部 包装一部 部長代理 兼  

包装管理課長 

生産本部 包装二部長 松井 美津子 生産本部 包装二部 部長代理 

保証本部 和泉品質保証部長 小栗 一也 保証本部 和泉品質保証部 部長代理 

保証本部 薬事部 部長代理 内藤 寿英 保証本部 薬事室長 

保証本部 和泉品質管理部長 兼  

和泉品質管理一課長 兼  

微生物管理課長 

中田 浩 
保証本部 和泉品質管理部長 兼  

和泉品質管理一課長 

 

〈ニッショー保険トラベル株式会社〉 

機構改革 ※２０２１年４月１日付 

（１）管理部を「総務部」に名称変更する。 

（２）「新規事業開発部」「不動産部」「リース部」を新設する。 

 

ニプロ株式会社 広報担当  TEL 06-6375-6700 

※受付時間：9 時～17 時 45 分（土・日・祝日・弊社休業日を除く） 

 


